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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年5月期第2四半期 112 △10.7 △383 ― △385 ― △371 ―
21年5月期第2四半期 125 △6.0 △744 ― △748 ― △1,404 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

22年5月期第2四半期 △1,869.04 ―
21年5月期第2四半期 △8,920.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年5月期第2四半期 466 247 52.3 1,209.22
21年5月期 681 444 64.9 2,273.43

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  244百万円 21年5月期  442百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 0.00 ―

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
上記業績予想では、癌治療薬ECI301のライセンス契約による契約一時金を一切考慮しておりません。現在、内外大手製薬会社と交渉中ですが、ECI301の
臨床試験の進展次第で、3,000～5,000百万円が想定され、これを含めると、売上高3,800～5,800百万円、営業利益、経常利益、当期純利益ともに1,925～
3,925百万円、１株当たり当期純利益9,900～20,186円となります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 800 157.6 △1,075 ― △1,075 ― △1,075 ― △5,528.70
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成21年７月14日に公表致しました通期連結業績予想は、修正しておりません。 
 本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により上部記載のものと異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第2四半期 201,900株 21年5月期  194,440株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  ―株 21年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 198,889株 21年5月期第2四半期 157,404株
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 当社グループは、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業ならびに健康食品卸売事業において事

業を展開しております。当第２四半期連結累計期間における売上高は112,233千円（前年同期と比べ

13,431千円の減収）、営業損失は383,640千円（前年同期と比べ360,974千円の損失の減少）、経常損失

は385,324千円（前年同期と比べ363,295千円の損失の減少）、四半期純損失は371,731千円（前年同期

と比べ1,032,458千円の損失の減少）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

■創薬及び創薬関連事業  

 抗炎症薬開発を目指す「フロント(FROUNT)創薬開発プロジェクト」における共同研究協力金収入等に

より売上高11,325千円（前年同期と比べ57,439千円減収）を計上しました。営業損失は197,285千円

（前年同期と比べ281,128千円の損失の減少）となりました。  

  

■創薬ツール供給事業  

 ㈱医療サポート及び包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケアバイオサ

イエンス株式会社（以下GEHC社）等に対して売上高44,965千円（前年同期と比べ330千円減収）を計上

しました。営業損失は37,089千円（前年同期と比べ56,704千円の損失の減少）となりました。 

  

■健康食品卸売事業 

  子会社の㈱セルテにおける健康食品卸売事業等において売上高55,942千円を計上しました。営業利益

は5,496千円となりました。 なお、前年同期には健康食品卸売事業は開始直後であり、売上高等がないた

め、業績の比較は行っておりません。 

  

（１）財政状態の分析 

（資産）  

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて188,521千円減少し、267,118千円となりました。これは、現金

及び預金が164,716千円、未収消費税等が20,699千円それぞれ減少したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて26,467千円減少し、199,299千円となりました。これは、減価

償却累計額が26,864千円増加したことなどによります。  

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて214,989千円減少し、466,418千円となりました。  

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて34,752千円減少し、48,882千円となりました。これは、買掛金

が12,657千円、未払金が8,867千円、前受金が10,546千円それぞれ減少したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度に比べて17,344千円増加し、170,416千円となりました。これは、長期預

り金が17,344千円増加したことによります。  

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて17,408千円減少し、219,298千円となりました。  

  

 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて197,580千円減少し、247,120千円となりました。これは主に、

資本金が87,002千円、資本剰余金が87,002千円増加、利益剰余金が371,731千円減少したことによりま

す。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結

会計期間末と比べて164,716千円減少し、22,102千円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は350,104千円（前年同期と比べ

296,075千円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失370,981千円、減価償却費

30,940千円、たな卸資産の減少額22,193千円によるものです。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は4,719千円（前年同期と比べ

22,972千円の増加）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4,719千円によるもので

す。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は190,718千円（前年同期と比べ

164,748千円の増加）となりました。これは主に、株式の発行による収入172,464千円によるものです。 

  

通期連結業績予想は、１ページに記載のとおりであり、平成21年７月発表時点から変更しておりませ

ん。当第２四半期連結累計期間の売上高の実績が平成21年7月発表時点の連結業績予想（売上高 250百万

円）に未達であったにも拘らず、通期業績見通しを変更をしない理由としましては、上期予定していた受

注と売上が下期に実現する見通しであり、また、TAXIScan-FLに関して当初計画にはなかった中国を含む

新たな販売先の開拓が順調に進んでいるためです。但し、今後状況の変化がある場合には、速やかに開示

致します。 

 なお、欄外に記載しておりますECI301の臨床試験の現状につきましては、臨床試験申請が平成21年６月

10日（米国時間）に米国食品医薬品局に正式承認され、既に米国国立加齢研究所にて第Ⅰ相臨床試験に着

手しています。今回のECI301の臨床試験は、放射線治療の適用癌（非小細胞肺癌など）の患者(被験者)を

対象として、主としてECI301の安全性および体内動態を確認するための治験を行うものです。米国国立加

齢研究所のプロトコールは、投与量を段階に応じて増大していくことになっており、患者数は15名以上と

なっています。現在実施している第Ⅰ相臨床試験では、安全性の検証を主目的に置きつつも、薬効につい

ても明らかになることが期待されています。  

 平成21年10月14日の「米国国立加齢研究所（NIA）におけるECI301の臨床試験の現状について」でお伝

えしましたとおり、治験の状況等に関する詳細の公表につきましては、米国国立衛生研究所の臨床規定に

基づき、正式な通知があるまでは差し控えるよう要請されておりますので、当社としましては、正式な通

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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知を受領次第、公表させて頂くとともに、今後につきましてもECI301の投与結果が出次第、慎重に入手

データを分析し、公表させて頂く予定です。  

  
  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において371,731千円の四半期純損失ならびに営業活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。 

 医薬品の研究開発には、長い期間と多額の費用が必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、そ

の後の投資資金回収とはタイムラグが生じます。そのためベンチャー(バイオ)企業が当該事業を行う場

合、数期にわたり当期純損失と営業活動によるキャッシュフローのマイナスを計上してしまう傾向があり

ます。当社におきましても、癌治療薬ECI301が平成21年の6月に米国食品医薬品局（FDA: Food and Drug 

Administration）より新薬治験開始届（IND: Investigational New Drug）の承認を得て、プロトコール

（治験手順）を決定し、現在慎重に第Ⅰ相臨床試験が進められている段階にあり、治験費用等多額の研究

開発投資が先行し、研究協力金ならびに細胞動態解析装置等の販売による収入では、研究開発費及び運転

資金を賄うことができない状況が続いており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しています。 

 このような状況に対応すべく、当社グループは、事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組んで

おります。 

  事業資金の調達につきましては、平成21年11月30日現在で第10回新株予約権（権利行使価格：25,000

円）の未行使残高が450,000千円残存していますが、当該未行使分につきましては、今後権利行使が進む

可能性もあるものの不確実であることから、平成22年1月12日開催の取締役会で第三者割当方式による株

式発行総額約10億円相当の第12回新株予約権の発行（発行日：平成22年1月29日）を決議しました。 

 売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下してお

ります。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、海外のビッグファーマ、ならびに国内の

大手製薬会社、それぞれ複数の企業とライセンス契約締結交渉を進めております。契約締結となれば、段

階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリティ収入が期待できます。創薬ツール供給事業は提携

先であるGEHC社とともに国内及び海外向け販路の拡大を目指し、成長目覚ましい中国市場の開拓にも尽力

してまいります。また、平成21年初めに発売した蛍光細胞動態解析装置(TAXIScan-FL)に関しましても、

積極的に拡販し、新たな販売先との共同研究プロジェクトの交渉を進めております。  

 経費削減につきましては、研究開発に関連する取引先との友好な関係を維持しながらコスト削減を進め

ております。今後も、採算重視の経営方針の徹底と経営合理化による原価・経費の削減を進める中で、安

定した経営基盤の確立を図ってまいります。  

 今後の当社グループの業績及び資金の状況につきましては、癌治療薬ECI301の動向に大きく左右される

見通しです。癌治療薬ECI301は平成21年６月11日に米国食品医薬品局（FDA）の新薬治験開始届（IND）申

請の正式承認を受け、現在、第Ⅰ相臨床試験が進行中です。また、平成21年10月27日付けで米国特許商標

庁USPTOより、癌治療薬ECI301のアブスコパル効果などに関する特許が受理されました（この特許に関し

ては、米国以外でも、日本、欧州、中国、韓国、カナダ、オーストラリア、香港などに出願しており、現

在審査中で今後順次特許成立が期待されています）が、当社では、本特許出願以外にも他にECI301関連の

複数の出願をしており、今後臨床試験ならびに特許取得の進捗につれて創薬の価値が一段と高まりつつあ

るものと認められます。この動向が継続企業の前提の解消に向けた事業資金調達及び売上増加の施策に対

して大きな影響を及ぼすものであり、運転資金の確保、さらには継続性の疑義が解消される可能性があり

ます。  

 すなわち、事業資金調達の施策につきましては、平成22年１月29日に新規に株式発行総額約10億円相当

の第12回新株予約権を発行いたします。当該新株予約権は必ずしも早期に権利行使されるものとは限りま

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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せんが、当社業績の改善とともに、今後権利行使が順調に進むものと予想しております。しかし、現時点

では、具体的な権利行使時期と権利行使額については未確定な部分が残っております。   

 また、売上増加の施策につきましては、ECI301のライセンスアウト契約の動向が継続性の疑義の解消に

大きく寄与するものと考えております。しかし、契約の時期、金額、入金の時期等が未確定であることか

ら、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる状況にあり、疑義の解消にまでは至

っていない状況にあります。 
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１【四半期連結財務諸表】 
  (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,102 186,818

売掛金 33,188 25,167

商品及び製品 97,787 106,947

原材料及び貯蔵品 39,786 41,341

前渡金 54,092 51,930

前払費用 13,864 16,647

未収消費税等 5,941 26,641

その他 355 147

流動資産合計 267,118 455,640

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,414 33,414

減価償却累計額 △14,619 △13,148

建物（純額） 18,794 20,265

工具、器具及び備品 885,506 884,658

減価償却累計額 △785,676 △760,282

減損損失累計額 － △378

工具、器具及び備品（純額） 99,829 123,996

有形固定資産合計 118,624 144,262

無形固定資産   

ソフトウエア 1,685 2,320

無形固定資産合計 1,685 2,320

投資その他の資産   

投資有価証券 6,649 6,826

敷金及び保証金 72,341 72,358

破産更生債権等 91,376 91,426

貸倒引当金 △91,376 △91,426

投資その他の資産合計 78,990 79,185

固定資産合計 199,299 225,767

資産合計 466,418 681,408
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,563 17,220

未払金 24,751 33,618

未払法人税等 7,783 9,849

前受金 4,204 14,751

その他 7,581 8,195

流動負債合計 48,882 83,635

固定負債   

長期預り金 170,416 153,072

固定負債合計 170,416 153,072

負債合計 219,298 236,707

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,590,833 2,503,831

資本剰余金 3,717,470 3,630,468

利益剰余金 △6,063,985 △5,692,253

株主資本合計 244,318 442,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △177 －

評価・換算差額等合計 △177 －

新株予約権 2,979 2,654

純資産合計 247,120 444,700

負債純資産合計 466,418 681,408
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(2)【四半期連結損益計算書】 
   【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 125,664 112,233

売上原価 512,437 77,252

売上総利益又は売上総損失（△） △386,772 34,981

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 357,841 418,621

営業損失（△） △744,614 △383,640

営業外収益   

受取利息 633 31

その他 861 81

営業外収益合計 1,495 112

営業外費用   

支払利息 561 －

株式交付費 283 954

為替差損 4,656 842

営業外費用合計 5,500 1,796

経常損失（△） △748,620 △385,324

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 50

主要株主株式短期売買利益返還益 － 2,864

前期損益修正益 － 11,479

特別利益合計 － 14,394

特別損失   

持分買取損失 608,000 －

商品廃棄損 11,132 －

事務所移転費用 4,336 －

投資有価証券評価損 4,008 －

固定資産除却損 15 51

貸倒引当金繰入額 27,300 －

特別損失合計 654,793 51

税金等調整前四半期純損失（△） △1,403,413 △370,981

法人税、住民税及び事業税 776 750

法人税等合計 776 750

四半期純損失（△） △1,404,189 △371,731
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,403,413 △370,981

減価償却費 45,958 30,940

持分買取損失 608,000 －

受取利息及び受取配当金 △633 △31

支払利息 561 －

為替差損益（△は益） 4,656 627

株式交付費 283 954

前期損益修正損益（△は益） － △11,479

商品廃棄損 11,132 －

事務所移転費用 4,336 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,008 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27,300 －

有形固定資産除却損 15 51

貸倒損失 37 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,672 △8,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,687 22,193

前渡金の増減額（△は増加） △50,366 △2,162

未収消費税等の増減額（△は増加） 7,112 20,699

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,776 2,575

仕入債務の増減額（△は減少） 18,229 △12,657

預り金の増減額（△は減少） 827 △746

前受金の増減額（△は減少） △50,589 △10,546

未払金の増減額（△は減少） 70,491 △8,867

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,284 △1,170

小計 △638,630 △348,622

利息及び配当金の受取額 633 31

利息の支払額 △53 －

事務所移転費用の支払額 △6,387 －

法人税等の支払額 △1,743 △1,513

営業活動によるキャッシュ・フロー △646,180 △350,104

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,364 △4,719

敷金及び保証金の差入による支出 △2,257 －

敷金及び保証金の回収による収入 16,675 －

貸付金の回収による収入 5,200 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,253 △4,719
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期預り金による収入 11,009 17,344

長期借入金の返済による支出 △40,000 －

株式の発行による収入 53,609 172,464

新株予約権の発行による収入 1,351 910

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,969 190,718

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,609 △610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △606,566 △164,716

現金及び現金同等物の期首残高 661,640 186,818

現金及び現金同等物の四半期末残高 55,073 22,102
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

  当社グループは、当第２四半期連結累計期間において371,731千円の四半期純損失ならびに営業活動

によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。医薬品の研究開発には、長い期間と多額の

費用が必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じ

ます。そのためベンチャー（バイオ）企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動

によるキャッシュ・フローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社におきましても、癌治療

薬ECI301が平成21年の6月に米国食品医薬品局（FDA: Food and Drug Administration）より新薬治験開

始届（IND: Investigational New Drug）の承認を得て、プロトコール（治験手順）を決定し、現在慎

重に第Ⅰ相臨床試験が進められている段階にあり、治験費用等多額の研究開発投資が先行し、研究協力

金ならびに細胞動態解析装置等の販売による収入では、研究開発費及び運転資金を賄うことができない

状況が続いており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。  

 当該状況に対応すべく、当社グループは事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組んでおりま

す。  

 事業資金の調達につきましては、平成21年11月30日現在で第10回新株予約権（権利行使価格：25,000

円）の未行使残高が450,000千円残存していますが、当該未行使分につきましては、今後権利行使が進

む可能性もあるものの不確実であることから、平成22年1月12日開催の取締役会で第三者割当方式によ

る株式発行総額約10億円相当の第12回新株予約権の発行(発行日：平成22年1月29日)を決議しました。 

 売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下して

おります。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、海外のビッグファーマ、ならびに国

内の大手製薬会社、それぞれ複数の企業とライセンス契約締結交渉を進めております。契約締結となれ

ば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリティ収入が期待できます。創薬ツール供給事

業は提携先であるGEHC社とともに国内及び海外向け販路の拡大を目指し、成長目覚ましい中国市場の開

拓にも尽力してまいります。また、平成21年初めに発売した蛍光細胞動態解析装置(TAXIScan-FL)に関

しましても、積極的に拡販し、新たな販売先との共同研究プロジェクトの交渉を進めております。  

 経費削減につきましては、研究開発に関連する取引先との友好な関係を維持しながらのコスト削減を

進めております。今後も、採算重視の経営方針の徹底と経営合理化による原価・経費の削減を進める中

で、安定した経営基盤の確立を図って参ります。  

 しかしながら、資金調達に関しましては、現時点では新株予約権の具体的な権利行使時期ならびに権

利行使額については未確定です。また、癌治療薬ECI301のライセンスアウト契約の時期、金額、入金の

時期等も未確定であることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映していません 。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日) 

  

 
(注) １ 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主な製品等 

 
３  四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の③に記載のとおり、連結子会

社において第１四半期会計期間より課税事業者となったため、税抜方式に変更しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合と比べ、売上高は586千円、営業損失は334千円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

  

 
(注) １ 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主な製品等 

 
３ 前第２四半期連結累計期間におけるセグメント区分のうち、総合美容事業は、前連結会計年度中に撤退が

完了しております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日)及び当第２四半期連結累計

期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

   在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

創薬及び創薬
関連事業 
(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

総合美容事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

68,764 45,296 11,604 125,664 ― 125,664

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 68,764 45,296 11,604 125,664 ─ 125,664

営業損失 478,414 93,794 31,001 603,209 141,404 744,614

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器、健康食品

総合美容事業 総合的再生美容サービス

創薬及び 
創薬関連事業 

(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

健康食品
卸売事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

11,325 44,965 55,942 112,233 ─ 112,233

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 11,325 44,965 55,942 112,233 ─ 112,233

  営業利益又は営業損失（△） △197,285 △37,089 5,496 △228,878 △154,761 △383,640

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器

健康食品卸売事業 健康食品原料

【所在地別セグメント情報】
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1)アジア・オセアニア・・・・韓国、台湾、マレーシア、中国、オーストラリア 

 (2)北米・欧州・・・・・・・・アメリカ、イギリス 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1)アジア・オセアニア・・・・韓国、中国 

 (2)北米・欧州・・・・・・・・アメリカ、イギリス 

  

主に第９回及び第10回新株予約権の権利行使等により、当第２四半期連結累計期間において資本金

が87,002千円、資本準備金が87,002千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が

2,590,833千円、資本準備金が3,717,470千円となっております。 

  

  

【海外売上高】

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) ─ 47,740 47,740

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 125,664

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

─ 37.9 37.9

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,647 838 4,486

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 112,233

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.3 0.8 4.0

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

6. その他の情報
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